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■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカーなどが相談
に応じ、問題解決に当たります。　とき● 6月 25日（土）午後 1時～ 4時　ところ●千葉市中央 
コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

■リウマチ医療無料相談会■　リウマチのことや医療・福祉の問題についてお気軽にご相談
ください。　とき●6月 11日（土）午後 1時 30分～午後 4時　ところ●神崎ふれあいプラザ　
問合せ●香取リウマチの会☎ 0478-54-0248

暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。
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（1日平均 147.5人）
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この欄に掲載を望まない場合は届け出時に

受付窓口へお申し付けください。
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文化ホールからお知らせ

午前9時～午後5時
6月26日（日）

The information of the living

問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課文化係☎76-7811（月曜・祝日休館）

　オリジナル字幕付き演劇風サロンコンサートをお楽しみください。
とき●6月4日（土）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演● Y’s company：【ソプラノ】志田尾恭子、栄千賀
　【テノール】飯沼友規　【バリトン】浜田耕一　【ピアノ】谷塚裕美
チケット料金●2,000円［全席自由］
　※チケットは当日のみ会場受付で販売

入場無料
　多古町民謡連合会恒例の発表会です。また今年も皆さんと一緒に唄い楽し
みましょう。先着200名の方にお弁当のプレゼントがあります。会員一同、
皆さんのご来場をお待ちしております。
とき●6月12日（日）【開場】午前9時　【開演】午前9時40分
問合せ●多古町文化協会民謡部代表　佐藤登男☎76-9911

第39回　多古町民謡発表会

Quartetto d’amore　かるてっと・だもーれ in 多古
～珠玉の名曲で綴る4つの想いの行方～

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

生活習慣の見直しが大切です
健康づくり教室 

とき●

　　　の全10 回
ところ●保健福祉センター
内容●健康づくりの適度な運動
※主に、50 ～ 60 歳代の方を対象と
した軽度な運動となります。

定員● 30 人（先着順）
申込み・問合せ●6月6日（月）までに 
保健福祉課健康づくり係

　☎ 76-3185

日々の生活に取り入れましょう
アロマセラピー教室 

とき●

　　　　　　　　　の全 5回
　　　午前 9時 30分～ 11時 30分
ところ●コミュニティプラザ第 4研
修室

参加費● 1回につき 1,500 円
募集人数● 20名（応募者多数の場合
は抽選）

申込み・問合せ●6月1日（水）～10日 
（金）までにコミュニティプラザ内
生涯学習課社会教育係

　☎ 76-7811

日本寺主催
あじさいまつり 

　午前 11 時に献花祭。式典後、児 
童劇団による「あじさい姫と 7人の 
だるまたち」の上演が行われます。
多古町の子どもたちも出演しますの
でぜひお越しください。
とき● 6月 26 日（日）
ところ●日本寺境内　野外ステージ
※雨天の場合は本堂
問合せ●多古町日本寺☎ 76-3745

絵画作品に触れ合う
ひかり美術クラブ10年の歩み展 
　多くの作品が展示されます。入場
無料ですのでお気軽にお越しくださ
い。
とき● 6月 14 日（火）～ 26 日（日）
ところ●コミュニティプラザ
問合せ●第2ひかり学園☎76-8866

初心者も経験者も大歓迎‼
多古剣友会 

　一緒に楽しく剣道をしませんか。
まずはお気軽に見学にお越しくださ
い。防具等は貸し出し無料です。
とき●毎週日曜日・隔週木曜日
　【日曜日】午前 9時 30 分～ 11 時
　【木曜日】午後 7時～ 8時
ところ●
　【日曜日】町民体育館
　【木曜日】中村小体育館
　　　　　または多古中体育館
参加費● 4,300 円（年間）
　（保険料・登録料を含む）
対象●小学生以上
申込み・問合せ●コミュニティプラザ 
内生涯学習課社会体育係

　☎ 76-7811

募集催しもの

　ウィーンの聴衆が絶賛した若手ピアニスト。ドラマティック
で華麗な演奏をお楽しみください。
とき●7月24日（日）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●一般3,000円　大学生以下1,500円 ［全席自由］
チケット販売所●平山書舗・木内書店・JA直売所「四季の里」・
　多古町コミュニティプラザ

髙木竜馬　ピアノリサイタル　“ウィーンからの風”

タイトル「大笑い」
作：郡司繁徳

お気軽にご覧ください
第4回 多古町美術会展開催 

　絵画・彫刻・書道の作品 25 点余り 
が展示されます。
とき● 6月 7日（火）～ 12 日（日）
　午前 9時～午後 5時
※ 12 日のみ午後 3時まで
ところ●コミュニティプラザ
入場料●無料
問合せ●郡司繁徳
　;090-3452-1762

　乳がん・子宮頸がん検診ともに、 
初めての方と過去 3 年間受診し
ていない方は登録が必要です。乳
がん検診は 30 歳以上、子宮頸が
ん検診は 20 歳以上が対象となり
ます。まだ登録していない方は、
保健福祉課までご連絡ください。
※ なお、乳がん・子宮頸がん検診
ともに 8月～ 9月

　に実施予定です。
問合せ●保健福祉課
　健康づくり係
　☎ 76-3185

乳がん・子宮頸がん検診
の登録について

　商店主たちとのふれあいや、お得なお買い物で楽しい 1日を！
とき●6月12日（日）　午前10時～午後2時30分　【雨天順延19日（日）】
　※交通規制は午前 10 時～午後 3時
ところ●城下町会場（仲町通り）　主催●多古町商店街　起志回生の会
問合せ●淺野☎ 76-2111

今年もやります！“百縁まつり”

6月16日（木）・ 7月15日（金）
8月25日（木）・ 9月30日（金）
10月13日（木）・11月 9日（水）
12月 8日（木）・ 1月12日（木）
2月24日（金）・ 3月 9日（木）

6月25日（土）・ 7月16日（土）
8月20日（土）・11月26日（土）
1月21日（土）

（公社）多古町シルバー人材センター入会説明会
　多古町に在住する、健康で働く意欲のある60歳以上の方々に就業の機
会を提供し、地域を活性化しようと、町の支援により当セ
ンターは設立されました。機械除草・各種農作業・剪

せん

定
てい

・
障子はり・運転代行など、現在約180人の会員が活躍して
います。
とき●6月22日（水）　午前10時
ところ●多古町社会福祉協議会2階 会議室
問合せ●（公社）多古町シルバー人材センター☎76-6606

くらしの情報

■町県民税　■水道料
※�口座振替日は6月30日（木）です。納
期限後の再振替はできませんので、
ご注意ください。

今月の納税等

問保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

会場：保健福祉センター
受付時間：午後1時10分～1時45分
■健診
乳児健診●6月8日（水）
　�平成27年7月～8月生まれの乳児�
と未実施者
3歳児健診●6月10日（金）
　�平成25年1月～2月生まれの幼児�
と未実施者

子どもの健診

問匝瑳市ほか二町環境衛生組合
　☎72-3036
　生活環境課環境係
　☎76-5406

　回収日の当日、朝8時までに出
してください。特に、路上集荷
の箇所は交通の妨げとなるので、
収集日以外はごみを置かないよ
うご協力をお願いします。
■可燃ごみ
ごみステーションごとに決めら
れた曜日で収集します。
■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定のシールや袋を使用し
てください。土・日・祝日でも
収集します。
久賀地区●5日・19日
多古地区●6日・20日
中・常磐地区●7日・21日
■使用済み小型家電
携帯電話、デジカメ、電話機な
どの小型家電は回収ボックスへ
設�置場所●役場、コミュニティプ
ラザ、保健福祉センター　他

■粗大ごみ
電化製品や家具などの粗大ごみ
は、直接環境衛生組合に搬入し
てください。
受付●平日および第2日曜日
　�午前8時～11時30分
　午後1時～4時30分
料金●100kg ごとに400円
※�エアコン・テレビ（ブラウン管、液
晶、プラズマ）・冷蔵庫（冷凍庫）・
洗濯機、衣類乾燥機は、リサイク
ル券（郵便局で事前に購入）と別途
料金がかかります。

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

あなたの経験・知識・技能を生かそう！
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